2020 年 10 月 6 日
森ビル株式会社

＜六本木ヒルズクリスマスイベント情報 第 1 弾＞

文化都心・六本木ヒルズを彩る東京の冬の風物詩

『Roppongi Hills Christmas 2020』開催
～約 70 万灯の LED が煌めく 400ｍのけやき並木が今年も登場～
六本木ヒルズは、クリスマスイベント「Roppongi Hills Christmas 2020」を、六本木けやき坂通りのイルミネーション点灯
を皮切りに、11 月 13 日（金）から 12 月 25 日（金）まで展開します。東京に冬の到来を告げる風物詩、けやき坂のイル
ミネーションが今年も登場。都会的で洗練された“SNOW＆BLUE”の約 70 万灯の LED が、約 400m のけやき並木を彩
ります。新しい日常の中でも、街全体がきらきらと輝くイルミネーションと人々の温かさに包まれる、変わらないクリスマスをお
楽しみください。

（過去の様子）

Roppongi Hills Christmas 2020 開催概要
日
程： 11 月 13 日（金） ～ 12 月 25 日（金）
場
所： 六本木ヒルズ施設内 （六本木けやき坂通りなど）
問 合 せ： 03-6406-6000（六本木ヒルズ総合インフォメーション）

◇本リリースに関するお問合せ先◇
森ビル株式会社 タウンマネジメント事業部
担当：渡邉茂一、山村麻里惠、岡山澄香
TEL： 03-6406-6350 FAX： 03-6406-6483

株式会社プラチナム
担当：小野悠奈、神谷摩耶、平井皆人
TEL： 03-5572-6072 FAX： 03-5572-6075
MAIL： hills_PR@vectorinc.co.jp
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クリスマスイルミネーション
けやき坂イルミネーション
六本木の街に冬の訪れを告げるけやき坂イルミネーション。約 400m にわたるけやき坂
の温かみのある街の光の中で、都会的で洗練された"SNOW&BLUE"の光が映える印
象的な光景が皆さまをお迎えします。新しい日常の中でも、街全体がきらきらと輝くイ
ルミネーションと人々の温かさに包まれる、変わらないクリスマスをお楽しみください。
日

程：

場
所：
内
容：
ラ イ テ ィ ン グ デ ザ イ ン：
協
賛：

11 月 13 日（金） ～ 12 月 25 日（金）
17：00～23：00
六本木けやき坂通り
約 70 万灯の LED
内原智史デザイン事務所
JRA

白色と青色の LED “SNOW＆BLUE”（昨年の様子）

【JRA コメント】

楽しい HOLIDAY をより多くの方に、という思いを込めて、けやき坂に煌めくイルミネーションを、昨年に引き続き今年も
JRA が皆様にお届けします。JRA は競馬開催を通じて多くのお客様に、興奮と感動溢れる楽しい休日をこれからもご提供
していきます。ジャパンカップ、有馬記念など、年末はビッグレースも目白押し！ご家族やご友人とぜひお楽しみください。

＜六本木ヒルズ「けやき坂イルミネーション」秘話＞

1. 人気の撮影ポイントは、東京タワーと 400m 続く迫力のイルミネーション
けやき坂イルミネーションは絶好のフォトスポット。けやき坂通りの「エスカーダ」前や「六本木 蔦屋書店」付近では、坂の
上下からイルミネーションの全体像が撮影できま す。特にイルミネーションが点灯するタイミングは、ムービー
撮影にもお勧めです。

2. 環境にもやさしい！LED を採用したイルミネーション
六本木ヒルズのイルミネーションは、環境に配慮し、2003 年の開業以来 LED を採用しています。さらに「グリーン電力証
書」の仕組みを活用しクリーンな電力を今年も使用します。

聖 夜 の食 卓 を彩 るクリスマスケーキ
六本木ヒルズ、及びグランド ハイアット 東京内のショップでは、聖夜の食卓を彩る特別感たっぷりのクリスマスケーキを
11 月 1 日（日）より順次予約／販売開始します。詳しくは店舗までお問合せください。
▼ラ・メゾン・デュ・ショコラ

▼グランド ハイアット 東京

ビュッシュ ドゥ ノエル プラリネ
4 人用 5,940 円（税込）
6 人用 7,020 円（税込）

限定
28 台

限定
20 台

（4 人用）

（6 人用）

「Regalo de Natale」（レガロ デ ナターレ）
12,960 円（税込）

キャラメリゼしたアーモンドの食感がアクセントとなったヘーゼ
ルナッツの生地に、ジャンデュジャやナッツの風味豊かなプラリ
ネムース、香ばしいカカオのノートの際立つ生地、軽やかな
食感のバニラクリームと力強いカカオのノートのチョコレートム
ースを重ねた、ヘーゼルナッツとアーモンドの豊かな優実をお
楽しみいただけるチョコレートケーキ。
予約期間：11 月 1 日（日）～予定台数終了次第完売
販売期間：12 月 22 日（火）～25 日（金）

イタリア語のクリスマスプレゼントを意味する「Regalo de
Natale」と名付け、2 段ボックスに詰め合わせました。
上段は苺、ピスタチオ、マンゴー、フロマージュブランなど
8 種類のモザイクケーキ、下段は苺のショートケーキ、
シャンティショコラ、モンブランなど 9 種類のプチフールで
両段ともにカットの必要なく気軽にシェアが可能です！
予約期間：11 月 2 日（月）～12 月 22 日（火）
販売期間：12 月 19 日（土）～25 日（金）

限定
50 台

※4 人用／限定 28 台 サイズ：約 13cm×8.5cm×7cm
※6 人用／限定 20 台 サイズ：約 17cm×8.5cm×7cm

※ご予約の受付は受け取り希望日の 3 日前まで
※オンライン予約限定価格 11,664 円（税込） 11 月 30 日（月）まで

▼ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション

▼ニュウスタイル銀座千疋屋

新作

※要事前予約

ブッシュ フレーズ シトロンヴェール
8,640 円（税込）

カドー ドゥ ノエル
8,100 円（税込） 直径：15cm

軽い口当たりの苺のムースに、フレーズデボワ入
りの苺ジュレ、ライムの香り豊かなチーズケーキを
しのばせ、赤いグラサージュで見た目も華やかに
仕上げたブッシュドノエルです。

今年オープンしたニュウスタイル銀座千疋屋から皆様への
「クリスマスプレゼント」をイメージした限定デザインです。
フルーツ専門店の老舗 銀座千疋屋が厳選した旬の
苺・フルーツをふんだんに使用し、上品な甘さの生クリー
ムで仕上げました。特別な日にふさわしいクリスマスケー
キです。
ヒルズ
限定

予約期間：11 月 16 日（月）
～予定台数終了次第完売
販売期間：12 月 19 日（土）～25 日（金）

※要事前予約
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限定
50 台

予約期間：11 月 1 日（日）～12 月 20 日（日）
販売期間：12 月 22 日（火）～25 日（金）

